
　参加人数：　14名（うち班外議員 0名）（他自治体等傍聴者 0名）

１．議会報告、市政全般についての総括
　①ＩＣＴオフイスについて
　　　ＩＣＴオフイスの誘致に対する関心が深く、賛成の意見が多かったが、企業誘致・雇用など不安を抱える意見があった。今
　　後議会として、市民から期待されていることを踏まえ、取り組むことが重要になる。
　②観光事業について
　　　本市の観光事業の取り組みについてさまざまな意見があったが、アクセス環境を整え、市民・観光客がより会津を好きにな
    る取り組みが必要との意見があった。
　③地域福祉について
　　　高齢化社会の問題点として、民生委員などの役員のなり手が無く、地域では大変苦労しているという意見があった。今後の
　　重大な問題として議会の各委員会で取り組んでいくべき課題である。
【その他の意見】
　・佐藤勉議員の報酬支払停止

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「災害対策について」
　・「慶山自主防災会」の経緯と取り組みを会長さんから説明していただいた。
　・東山地区は、山に近く沢があるため、土砂災害時の避難場所について危惧される意見が多く出された。
　・要支援者対策について、地域住民、役員に情報が伝わらないところがあり、苦慮されている。「避難行動要支援者制度」「福
　　祉避難所」のきめ細やかな対策が必要との意見があった。
【その他の主な意見等】
　・避難所と避難場所の考え方について
　・東山小学校のＳ字カーブ道路改良について

第17回市民との意見交換会・報告書（東山地区）
　開催地区：東山地区 　開催日時：平成28年11月8日（火）　　18時30分　～　20時30分

　担当班　：第 1 班（出席議員）戸川稔朗、斎藤基雄、横山　淳、髙梨　浩、吉田恵三、大山享子　　（欠席議員）なし

　開催場所：　東公民館
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ＩＣＴオフィスとはどういうものか。また、目的
は何か。

班長より説明。
○ ① 企業誘致

ＩＣＴオフィスの場所として市が土地を買うのは
良いが、政策討論会第3分科会の取り組みである
「地場産業振興」の研究を聞いたが、自分も富士
通にいたが誘致をしても企業の都合で撤退するこ
ともある。ＩＣＴ企業誘致は有効か。知識産業で
あるから地元雇用に役立つのか。地場産業振興に
力を入れるべきではないのか。

地場産業の面で期待されたので、議会としても賛
成した。地元の産業の活性化のために、雇用と税
収の確保などを見極め注視していきたい。

○ ①
企業誘致

地域経済

ＩＣＴ企業誘致は良いことであるが、若者が都市
に流れないよう若者の働く場所が必要だ。議会で
企業誘致する場合、地元採用の人数など枠組みを
作り提案するべきだ。

大切なことである。全員採用とはいかないかもし
れないが、なるべく地元で働けるように事業のあ
り方を提言したい。 ○ ①

企業誘致

雇用

定住人口減少の中、今後のまちづくりにギャップ
が生まれないように、ＪＴ跡地を利用した観光の
交流人口を増やし、高齢者はＩＴについていけな
い専門的なこともあるが、年をとっても、活力の
ある活躍できるシステムを作るべきだ。議員も社
会の構築のため向上してほしい。

意見として伺う。

○ ② 地域経済

新幹線を引いてほしい。本市へのアクセスが悪
い。将来を見越した政策が必要である。

意見として伺う。
○ ② 地域経済

市にはおもてなしの心がない。観光客が雨に濡れ
てバス停でバスを待っている。雨風をよけるバス
停にするべきだ。観光客は感じている。

意見として伺う。

○ ②
交通

観光

※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

昨年12月に市長へ「綾瀬はるかを会津親善大使・
観光大使にしてはどうか」と言ったが、「前例と
条例が無い」と言われた。条例が無いのであれば
作ればよいのではないか。

市ではなく会津若松観光ビューローで委嘱してい
る。

○ ① 観光

先日の花火大会のようなさまざま形で、大勢の観
光客が訪れるイベントを他市のように行ったほう
が良い。活性化の魅力ある会津若松市にするべ
き。お城の中にあるテニスコートは無くしたほう
が良い。市民が自由に出入りできるような憩いの
場にしたほうが良い。

意見として伺う。お城のテニスコートについて
は、６月の定例会で同僚議員が質疑した。市長よ
り、来年のインターハイに向け使いたいと説明が
あった。 ○ ② 観光

少子高齢化社会になり、貧困問題・認知症問題な
どあるが、議会としてどのように対応していくの
か。高齢化のために民生委員のなり手（引き受け
る方）がいなく、大変苦労している。市は地域で
と言うが、その地域が疲弊している。国・県では
なく市の方針をもっと明確に打ち出さなければな
らないのではないか。

市は福祉施策に取り組んでいる。地域福祉に力を
入れるためには、行政だけでは隙間を埋められな
い。地域の方々と共に地域福祉行動計画を実効性
のあるものにしていかなければならないことか
ら、文教厚生委員会だけでなく、他の委員会も関
連した取り組みが必要である。

○ ①

高齢福祉

地域福祉

以前、民生委員をしていたが、高齢者の一人暮ら
し世帯をプライバシー保護で知らせてもらえず、
自分の足で調べるしかなかった。ある程度の情報
を知らせてもらいたい。

○ ② 高齢福祉

一昨年前から情報はもらえるようになったが、情
報の中にはアパートの部屋番号が無く、探し出す
のに苦労したこともある。

○ ② 高齢福祉

3



※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

私は88歳で新任の区長をしている。広報紙の配布
など市の仕事が来るが、若い人が役員を引き受け
てくれない。どうしたら意欲をもって引き受けて
くれるのか。

政策討論会第1分科会において都市内分権を議論し
ている中においては、名張市などの先進地域では
地域ごとに組織を作り、一定の予算を受け地域の
課題解決に向けた事業を行っている。議会におい
ても地域内の課題解消に向けた取り組みを検討し
ていく。

○ ① 地域福祉

辞職勧告をした佐藤勉議員の報酬支給はすぐに止
めるべきだ。

11月21日の臨時議会で、議員報酬の支給停止につ
いて条例を制定する予定になっている。 ● ① 議員
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○　地区別テーマでの意見交換について

今回の地区別テーマ「災害対策」について、皆さ
んからご意見をいただきたい。始めに、慶山地区
の「自主防災会」の取り組みについて会長さんか
ら説明していただきます。

慶山地区の取り組みは素晴らしい。しかし、この
ハザードマップは役に立たない。災害の種類ごと
の対応が必要だ。災害は季節・時間帯と状況に
よって変わる。町内によって、どこに逃げればよ
いのか。具体的に町内会ごとの対応はしているの
か。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

要支援者の支援を１人で２、３人担当している。
障がい者については市がやるということであった
が、その後の対応が知らされていない。

当局が災害時の支援者名簿を提出するとしている
が、災害時避難行動要支援者の多くの方から同意
をもらえていないため、現実的に対応できていな
いことが課題である。

○ ①

要支援者の開示はいつあるのか、いつ報告になる
のか。

担当課に確認し、事後報告する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

私の町内会は「土砂災害特別警戒区域」になって
いる。土砂災害について話が出ているが、避難所
の町内会館が下流にあるため、そこに避難はでき
ないとの意見が出ている。どこに避難したらよい
のか、雨風を防げるところはどこか、町内会名簿
の確認をしてみると避難所を探すのが大変であ
る。高齢者が増えて役員や世話をする人がいな
い。良いやり方がないか。

今の避難所は完璧でないことを認識する。深刻な
指摘と受け止める。

○ ②

→　災害対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について →　災害対策について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

昔の陸軍跡にもなっていた愛宕山公園に避難場所
が指定されている。そこに直径１メートルの穴が
２つ開いていて、市では簡単に柵を作っておくだ
けであるが、なぜそこを避難場所として指定して
いるのか分からない。

意見として伺う。

○ ②

避難場所と避難所の違いがある。避難場所は東山
小学校になっている。避難所は東公民館である。
しかし、土砂災害にはこの場所が良いか疑問であ
る。

担当課に確認し、事後報告する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ８に記載）

市には道の駅が無い。道の駅を作ってほしい。そ
こに避難場所など防災拠点を作ればよい。

意見として伺う。
○ ②

東山小学校のＳ字カーブの道路改良をしてほし
い。以前から要望している。

要望として伺う。
○ ②
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東山地区

件名

１．町内会ごとの防災対策に
ついて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

２．要支援者の名簿開示につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ５）

【市民からの要望・質問】
　災害時の支援者名簿を開示してほしいが、いつ報告されるのか。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　避難行動要支援者名簿への登録に同意した方の情報を取りまとめ、
まずは警察・消防などの関係機関から順次情報提供することを考えて
います。

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

【市民からの要望・質問】
　災害の種類ごとの対応が必要である。町内によってどこに逃げれば
よいか、具体的になっていない。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　市が町内会ごとにハザードマップや避難計画を策定することは現実
的ではなく、また不可能と考えます。
　現在のハザードマップは、地域でどのような災害が想定され、どの
ように対応するかを考えるきっかけとしていただくものと考えており
ます。そのため、慶山地区でどのように対応するかを個別に検討して
はおりませんが、市としては、避難行動や災害対策をまとめた標準的
な地域版マニュアルを作成し、それを活用しながら、地域版のマップ
や避難計画の策定を地域の皆さんと一緒に取り組んでまいりたいと考
えております。
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東山地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

３．避難場所と避難所につい
て
　　　　　　　　　（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　土砂災害などの避難場所と避難所が東山小学校と東公民館でよいの
か疑問がある。

【事後処理結果】
○危機管理課の回答
　避難場所は一時的に避難するところであり、避難所はそこで避難生
活をするところとなります。
　東山小学校は避難場所であり、避難所でもあります。東公民館は避
難場所となります。両施設とも土砂災害警戒区域の範囲内にあります
ので、土砂災害発生時や発生のおそれがある際は、避難場所や避難所
とすることは不適切となります。
　そのため、市としては、まずは土砂災害の流域から直角に避難する
ことを呼びかけるとともに、他の避難場所や避難所の情報をお知らせ
することを考えています。その中で、近隣に堅固な建物等がある場合
は、災害時応援協定などによりその施設管理者の協力をお願いするこ
とも可能と考えています。
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